
令和３年度１０月行事予定表
1K-Semi 23K-Semi 1 2 3 4 5 6 7 １年 ２年 ３年 備考

1 前期k-Semi終了 総探 総探 総探
金 面談週間（45分授業） 金1 金2 金3 金4 金5 金6 木7 面談･言語学習 面談・進路探究 面談週間

2
土

3
日

4 部活動中止 総探 総探 総探
月 月1 月2 月3 月4 月5 月6 木7 面談･言語学習 面談・言語学習 面談週間

5 総探 総探 総探
火 火1 火2 火3 火4 火5 火6 木7 面談･言語学習 面談・言語学習 面談週間

6 総探 総探 総探 環境整備班

水 水1 水2 水3 水4 水5 水6 木7 面談･言語学習 面談・言語学習 面談週間
7 総探 総探 総探

木 木1 木2 木3 木4 木5 木6 木7 面談･言語学習 面談・言語学習 面談週間
8 スクールカウンセリング

金 金1 金2 金3 金4 金5 金6

9
土

10
日

11 中間考査①
月 考査 考査 考査

12 中間考査②
火 考査 考査 考査

13 中間考査③　学校生活アンケート
水 考査 考査 考査

14 規範意識育成学習② HR HR HR 環境整備班

木 後期K-Semi　ALT着任式 A木 木1 木2 木3 木4 木5 木6 火7 規範意識育成学習 規範意識育成学習 規範意識育成学習

15
金 金 A金 金1 金2 金3 金4 金5 金6

16 進研駿台記述３年
土

17 中学生体験入学
日 月1 月2 大掃除

18 代休
月

19 修学旅行代替行事（３年） ３年 総探 総探
火 A火 火1 火2 火3 火4 火5 火6 木7 １２年 探究活動（地域探究） 進路学習（大学研究）

20 大学訪問（2年） 2年 総探
水 水 A水 水1 水2 水3 水4 水5 水6 13年 大学訪問

21 総探 総探 総探 環境整備班

木 A月 木1 木2 木3 木4 木5 木6 木7 探究活動（地域探究） 進路学習（大学研究） 進路学習(含言語学習)

22 ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾘﾝｸ
金 生徒会役員交代式(45授業､授業後に実施) 金 A金 金1 金2 金3 金4 金5 金6

23 ３年K-Semi
土

24 北予備　プレ
日

25 後期研究授業週間（～１１月５日）
月 月 B月 月1 月2 月3 月4 月5 月6

26 人権・同和学習（２年） 木７ 13年 総探 HR 総探
火 B火 火1 火2 火3 火4 火5 火6 火7 2年 探究活動（地域探究） 人権・同和学習 進路学習(含言語学習)

27
水 水 B水 水1 水2 水3 水4 水5 水6

28 総探 総探 総探
木 B木 木1 木2 木3 木4 木5 木6 木7 探究活動（地域探究） 進路学習（大学研究） 進路学習(含言語学習)

29
金 金 B金 金1 金2 金3 金4 金5 金6

30
土

31
日

2

6

9 学年 回数 累計

11 １年 1 25
22~26 ２年 1 21

30 ３年 1 25

学年 回数 累計

１年 9 22

２年 14 28

３年 8 22

1,4,5,6,7,19,20×6,21,28

1,4,5,6,7,21,26,28

総学

1,4,5,6,7,19,21,26,28
総学

30 規範意識育成学習 規範意識育成学習 30 規範意識育成学習 14

性暴力アドバイザー講義 11 性暴力アドバイザー講義 14

22~26 期末考査 期末考査 22～26 期末考査 14

9 創立記念式典 創立記念式典 9 創立記念式典

HR

実施日

11 性暴力アドバイザー講義

2 人権・同和学習 人権・同和学習 2 人権・同和学習

6 進研模試 進研模試 6，7 進研・駿台模試

１１月１年関係 １１月２年関係 １１月３年関係

修学旅行代替行事

大学訪問

（生徒・保護者用）

10月


